
エネルギー たん白質 脂質 塩分

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g g g

8/22 月
ごはん 牛乳 セルフのツナと枝豆のそぼろ丼

ガーリックポテト
モロヘイヤのスープ

牛乳 卵 ツナ 大豆 豆腐 830 29.2 25.3 2.1

8/23 火
ごはん 牛乳

ぎょうざ　春雨サラダ
ゆうがおの五目中華うま煮

牛乳 豚肉 鶏肉 なると
厚揚げ うずら卵

860 29.4 24.8 2.3

8/24 水
ごはん 牛乳

セルフのビビンバ
中華風コーン卵スープ

牛乳 豚肉 大豆 豆腐 卵 792 29.9 20.4 2.3

8/25 木

ゆかりごはん 牛乳 厚焼き玉子
切り干し大根の焼きそば風炒め
かぼちゃのみそ汁

牛乳 卵 ベーコン かつお節
青のり 豆腐 油揚げ
わかめ みそ 大豆

805 28.5 23.0 3.1

8/26 金

麦ごはん 牛乳 三和産夏野菜たっぷりスパイス
カレーライス
フルーツのゼリーあえ

牛乳 豚肉 青大豆 大豆 872 24.5 19.9 2.0

８/29 月

８/30 火
ごはん 牛乳 豚キムチライス

もやしとわかめの中華あえ
おかしな目玉焼き

牛乳 豚肉 わかめ 寒天 809 29.0 18.3 2.2

８/31 水
ごはん 牛乳 鮭のみそマヨチーズ焼き

ゴーヤチャンプル
もずくとオクラのスープ

牛乳 鮭 みそ チーズ ツナ
卵 かつお節 かまぼこ
もずく

823 37.0 24.3 2.5

1 木
ごはん 牛乳 【防災の日献立】

夏野菜と車ふの揚げ煮
梅のりあえ　乾物たっぷりスープ

牛乳 大豆 のり 豚肉
なると わかめ 高野豆腐

830 28.0 22.6 2.3

2 金

コッペパン 牛乳 スライスチーズ　カリーヴルスト
塩レモンサラダ
コーンクリームスープ

チーズ 牛乳 フランクフルト
白いんげん豆

848 32.4 31.9 3.8

5 月
ごはん 牛乳

笹かまのお好み焼き
アーモンドおひたし　塩肉じゃが

牛乳 笹かまぼこ 青のり
かつお節 豚肉 厚揚げ

838 31.0 21.7 2.3

6 火

米粉ナン 牛乳 ツナと豆のインド風スパイスカレー
チーズポテト
グリーンナッツサラダ

牛乳 大豆 ひよこ豆 ツナ
スキムミルク チーズ

819 34.1 29.5 3.9

7 水

とうもろこし
ごはん

牛乳 【ふるさと献立＆上越野菜の日】
めぎすの南蛮漬け
なますかぼちゃのあえ物
ゆうがおの塩こうじスープ

牛乳 めぎす かまぼこ
厚揚げ

769 29.1 21.1 2.9

8 木
ゆで中華麺 牛乳

タンメンスープ　メンマサラダ
麩のラスク

牛乳 豚肉 なると うずら卵 773 31.3 20.3 2.4

9 金
ごはん 牛乳 【十五夜献立】

うさぎハンバーグ　ゆかりあえ
お月見汁　お月見デザート

牛乳 鶏肉 豚肉 かまぼこ
豆腐

740 24.6 19.2 2.5

12 月
ごはん 牛乳 セルフのピーなす肉みそ丼

もやしのごま酢あえ
にらのかきたま汁

牛乳 豚肉 大豆 みそ
厚揚げ 卵

838 32.9 25.8 2.4

13 火

麦ごはん 牛乳

ツナハヤシライス　海藻サラダ
牛乳 ツナ 大豆 チーズ
わかめ

842 26.8 23.2 2.5

14 水
ごはん 牛乳 【こまごはやさしい献立】

さばの塩焼き　切り昆布煮
ごまみそ汁

牛乳 さば 昆布 打ち豆
さつま揚げ 豆腐 みそ

823 33.9 24.0 2.3

15 木

ソフト麺 牛乳 カレーめん
かぼちゃのチーズ焼き
フルーツのさっぱりあえ

牛乳 豚肉 ベーコン チーズ 865 34.2 20.2 2.7

16 金
ごはん 牛乳 【食育の日献立：大分県】

とりてん　ゆずの香りサラダ
だんご汁　ヨーグルト

牛乳 鶏肉 みそ ヨーグルト 870 27.3 21.3 2.1

20 火
ごはん 牛乳

がんもどきの含め煮
たくあんあえ　きのこ豚汁

牛乳 がんもどき 豚肉
豆腐 みそ 大豆

815 32.1 24.0 2.6

21 水
ごはん 牛乳 中華ライス

小魚とさつまいものアーモンド
がらめ

牛乳 豚肉 なると うずら卵
大豆 片口いわし

864 29.3 25.2 2.4

22 木
ごはん 牛乳 いわしのカリカリ焼き

白滝と野菜の炒め物
じゃがいものカレーそぼろ煮

牛乳 まいわし ツナ 豚肉
厚揚げ

873 30.5 23.7 1.8

26 月

チキンライス 牛乳 オムライス
（チキンライス・薄焼きたまご・ケチャップ）

さつまいものクリームシチュー

牛乳 鶏肉 卵 大豆
スキムミルク

823 33.0 20.6 2.4

27 火
ごはん 牛乳 わかめふりかけ

厚揚げのごまだれがけ
なめたけあえ　鮭団子汁

わかめ ちりめんじゃこ
かつお節 牛乳 厚揚げ 鮭
たら みそ 大豆

763 28.0 19.9 2.5

28 水
ごはん 牛乳

春巻き　チョレギサラダ
春雨スープ

牛乳 豚肉 わかめ のり
かまぼこ 豆腐

837 20.5 27.7 2.4

29 木
ごはん 牛乳

ちくわのパン粉焼き
にんじんしりしり  キムチさつま汁

牛乳 ちくわ 青のり ツナ
卵 豚肉 豆腐 みそ

849 30.5 23.9 2.9

30 金

こめ粉パン 牛乳 りんごジャム
ほうれん草とツナのオムレツ
マカロニサラダ　コンソメスープ

牛乳 卵 ツナ チーズ
ベーコン

877 35.2 32.0 3.4

　☆ 献立は、食材料の入荷状況やO157・ノロウイルス対策等のため変更する場合があります。

太字：三和産食材 

米 ごま油 ごま 砂糖
じゃがいも でんぷん

にんにく しらたき 切り干し大根
にんじん ほうれん草 もやし 玉ねぎ
コーン

米 ごま 砂糖 でんぷん
油

ゆかり 切り干し大根 にんじん
ピーマン キャベツ 玉ねぎ しめじ
かぼちゃ

米 大麦 油 じゃがいも
カレールウ 米粉 砂糖
ゼリー

にんにく しょうが なす 玉ねぎ
ピーマン もやし ほうれん草
にんじん えのきたけ にら

にんじん 玉ねぎ キャベツ コーン
長ねぎ メンマ きゅうり もやし

玉ねぎ しょうが にんじん もやし
ほうれん草 ゆかりこ 長ねぎ

コーン キャベツ ほうれん草 にんじん
玉ねぎ しらたき さやいんげん
にんにく

にんにく 玉ねぎ にんじん トマト
キャベツ きゅうり ブロッコリー

体育祭の代休

にんじん もやし さやいんげん
ごぼう 大根 キムチ 長ねぎ

りんご ほうれん草 玉ねぎ にんじん
きゅうり キャベツ ブロッコリー
コーン

米 油 でんぷん ごま油
さつまいも アーモンド
砂糖

にんじん 玉ねぎ メンマ キャベツ
干ししいたけ 小松菜 しょうが
にんにく

しょうが にんじん しらたき キャベツ
ピーマン 玉ねぎ さやいんげん

にんじん ごぼう こんにゃく 玉ねぎ
しめじ なす

にんじん 玉ねぎ しめじ ほうれん草
長ねぎ かぼちゃ キャベツ きゅうり
みかん パイナップル

米 バター でんぷん 砂糖
パン粉 さつまいも 米粉

たくあん もやし キャベツ 小松菜
ごぼう 玉ねぎ にんじん えのきたけ
しめじ 長ねぎ

食塩：2.6 g一食平均エネルギー：828 Kcal

玉ねぎ にんじん コーン ピーマン
しめじ ブロッコリー

たんぱく質：30.1 g 脂質：23.5 g

しそ もやし にんじん ほうれん草
なめたけ ごぼう こんにゃく 玉ねぎ
長ねぎ

キャベツ 小松菜 にんにく にんじん
もやし メンマ 長ねぎ

米 砂糖 じゃがいも 油
パン粉 でんぷん

米 油 砂糖 でんぷん
ごま油 ごま じゃがいも

しょうが にんにく 玉ねぎ にんじん
エリンギ キャベツ コーン プチマリン

プチマリン きゅうり キャベツ コーン
ゆず にんじん 白菜 しめじ 長ねぎ
ごぼう

こめ粉パン ジャム ごま
マカロニ じゃがいも
ノンエッグマヨネーズ

米 砂糖 ごま でんぷん
じゃがいも 油

米 油 春雨 小麦粉 米粉
ごま油 ごま

米 マヨネーズ パン粉 油
でんぷん ごま さつまいも

米 油 砂糖 じゃがいも
ごま

米 大麦 油 じゃがいも
砂糖 ハヤシルウ 米粉
ごま

ソフトめん カレールウ
でんぷん 油

コーン 玉ねぎ しょうが にんじん
なますかぼちゃ ほうれん草 ゆうがお
切り干し大根 万能ねぎ

米 小麦粉 油 砂糖 里いも
ほうとう麺

米 砂糖 ごま じゃがいも

米 ラード 砂糖 ごま
里いも 白玉もち

米 ふ でんぷん 油 砂糖
ごま ごま油

米 マヨネーズ アーモンド
じゃがいも 油 砂糖

ナン 油 カレールウ 米粉
じゃがいも マカロニ
アーモンド 砂糖

米 米油 砂糖 ごま油
ごま じゃがいも

中華麺 油 砂糖 ごま油
ごま ふ バター

コッペパン 油 砂糖
マカロニ じゃがいも
バター 米粉

かぼちゃ なす ピーマン ほうれん草
もやし にんじん 梅干し 長ねぎ
切り干し大根 干ししいたけ

にんにく にんじん きゅうり キャベツ
レモン 玉ねぎ エリンギ コーン
パセリ

米 油 でんぷん 砂糖
ごま じゃがいも

にんじん 枝豆 にんにく 玉ねぎ
えのきたけ プチマリン モロヘイヤ

米 小麦粉 油 でんぷん
春雨 砂糖 ごま油 ごま

しょうが にんにく 玉ねぎ にんじん
なす コーン かぼちゃ りんご もも
洋なし

米 油 砂糖 でんぷん
ごま油 ごま

にんじん 玉ねぎ キャベツ キムチ
ピーマン プチマリン もやし コーン
もも

米 マヨネーズ 砂糖 油
でんぷん ごま じゃがいも

にんじん ゴーヤ もやし 玉ねぎ
えのきたけ オクラ

令和４年 ８・９月分

日 曜
献　　　立　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

キャベツ 玉ねぎ にら しょうが もやし
にんじん ほうれん草 にんにく メンマ
干ししいたけ ゆうがお さやいんげん

〔三和中〕上越市教育委員会

体の調子を整えるもの

　　　　　　　　学　校　給　食　献　立　表

熱や力になるもの


